
酒類販売管理者標識
生協名 事業所名 所在地 選任者名 受講年月日/予定 受講期限 実施団体

いわき 福島県いわき市常磐西郷町落合278 島田　新二 2023/6/15 2026/6/14 いわき小売酒販組合
郡山 福島県郡山市喜久田町字上尾池51-6 佐藤　紀彰 2022/4/7 2025/4/6 郡山小売酒販組合
かしま 茨城県鹿嶋市下津273-19 小林　研二 2020/7/17 2023/7/16 茨城県小売酒販組合
みと 茨城県東茨城郡茨城町桜の郷1000-1 佐藤　尚希 2021/6/17 2024/6/16 茨城県小売酒販組合

つちうら 茨城県土浦市大畑211-3 渡部　信之 2020/7/17 2023/7/16 茨城県小売酒販組合
うしく 茨城県牛久市牛久町1024-1 岩渕　暁雄 2022/3/18 2025/3/17 一般社団法人　日本フランチャイズチェーン協会
なか 茨城県那珂市横堀840-5 田中　浩 2023/6/15 2026/6/14 茨城県小売酒販組合連合会

ひたち 茨城県日立市砂沢町330-1 大内　圭 2020/7/17 2023/7/16 茨城県小売酒販組合
栃木 栃木県小山市横倉新田198-1 黒沼　昭 2020/7/17 2023/7/16 茨城県小売酒販組合
高崎 群馬県高崎市中大類町120-11 元島　優一 2021/2/25 2024/2/24 群馬小売酒販組合
渋川 群馬県渋川市渋川2835-1 松本　一和 2020/7/28 2023/7/27 群馬県小売酒販組合連合会
東毛 群馬県太田市新井町1148 狩野　好宣 2021/4/22 2024/4/21 群馬県小売酒販組合連合会
三芳 埼玉県入間郡三芳町上富891-1 植松　浩司 2021/1/14 2024/1/13 朝霞小売酒販組合
白岡 埼玉県白岡市上野田1187-1 滝沢　岳史 2022/4/7 2025/4/6 一般社団法人日本フランチャイズチェーン協会
蕨 埼玉県蕨市錦町2-10-4 本間　宏幸 2022/11/27 2025/11/28 埼玉県小売酒販組合連合会

大宮 埼玉県さいたま市見沼区中川145-129 奥山　貴司 2021/1/14 2024/1/13 朝霞小売酒販組合
熊谷 埼玉県熊谷市樋春字袋田1223-3 堀部　高次 2021/1/14 2024/1/13 朝霞小売酒販組合
入間 埼玉県入間市扇町屋4-8-4 白石　孝文 2021/1/21 2024/1/20 一般社団法人日本フランチャイズチェーン協会
草加 埼玉県草加市青柳3-30-15 尾上　典之 2021/3/18 2024/3/17 大宮小売酒販組合
川越 埼玉県川越市石田60ー1 古澤　大介 2021/1/14 2024/1/13 朝霞小売酒販組合
柏 千葉県柏市若柴330 田中　雅宏 2020/7/3 2023/7/2 一般社団法人日本ボランタリーチェーン協会

印西 千葉県印西市牧の原2-6 高橋　勉 2021/1/21 2024/1/20 船橋小売酒販組合
松戸 千葉県松戸市松飛台273-1 石井　努 2020/6/18 2023/6/17 一般社団法人日本ボランタリーチェーン協会

習志野 千葉県習志野市東習志野6-15-8 能登　武史 2022/3/3 2025/3/2 一般社団法人日本ボランタリーチェーン協会
千葉 千葉県千葉市緑区おゆみ野1-27-3 岡田　修一 2020/6/17 2023/6/16 一般社団法人日本ボランタリーチェーン協会
東金 千葉県東金市丘山台1-12-1 原田　聡彦 2020/8/19 2023/8/18 茂原小売酒販組合
野田 千葉県野田市中根193 荒井　啓之 2020/12/10 2023/12/9 一般社団法人日本ボランタリーチェーン協会
稲毛 千葉県千葉市稲毛区長沼町337-1 齊藤　健一 2020/6/17 2023/6/16 一般社団法人日本ボランタリーチェーン協会
館山 千葉県館山市湊47-1 高科　陽一 2021/10/7 2024/10/6 館山小売酒販組合
江東 東京都江東区南砂2-36-1 日野　友祐 2023/5/24 2026/5/23 日本フランチャイズチェーン協会
港 東京都港区港南5-5-12 内山　豪 2022/5/10 2025/5/9 日本ボランタリー・チェーン協会

池尻 東京都世田谷区池尻2-23-4 鈴木　佑門 2022/5/17 2025/5/16 日本フランチャイズチェーン協会
足立 東京都足立区中央本町4-3-3 小林　竜大 2022/4/20 2025/4/19 東京小売酒販組合
青梅 東京都青梅市新町3-11-1 中畑　幸治 2021/6/1 2024/5/31 東京小売酒販組合

八王子 東京都八王子市高倉町4-7 平野　裕 2021/4/13 2024/4/12 東京小売酒販組合
昭島 東京都昭島市武蔵野2-23-2 西久保　良介 2022/6/22 2025/6/21 日本フランチャイズチェーン協会
多摩 東京都多摩市南野1-2-5 酒井　裕史 2020/6/25 2023/6/24 東京小売酒販組合

東村山 東京都東村山市恩多町1-10-1 三橋　丈晴 2021/4/27 2024/4/26 東京小売酒販組合
府中 東京都府中市新町2-29-4 吉沢　智 2021/2/16 2024/2/15 日本ボランタリー・チェーン協会

世田谷 東京都世田谷区北烏山7-21-11 島田　康弘 2022/1/19 2025/1/18 東京小売酒販組合
大田 東京都大田区仲池上1-31-1 増山　聡 2022/4/20 2025/4/19 東京小売酒販組合
練馬 東京都練馬区田柄4-38-5 江沼　亮 2022/4/11 2025/4/10 日本ボランタリー・チェーン協会

江戸川 東京都江戸川区松江2-10-18 野田　健 2021/4/8 2024/4/7 日本ボランタリー・チェーン協会
三鷹 東京都三鷹市下連雀6－15-18 浜口　省吾 2022/2/16 2025/2/15 東京小売酒販組合
板橋 東京都板橋区舟渡3-20-28 清水　恭章 2022/1/12 2025/1/11 日本ボランタリー・チェーン協会
狛江 東京都狛江市和泉本町4-5-24 角張　浩明 2023/4/18 2026/4/17 東京小売酒販組合
相模 神奈川県相模原市中央区上溝218-1 渡辺　雄太 2022/3/30 2025/3/29 一般社団法人日本ボランタリーチェーン協会
大和 神奈川県大和市下草柳1162-1 小林　敏 2021/2/10 2024/2/9 神奈川県小売酒販組合
麻生 神奈川県川崎市麻生区王禅寺西5-2-14 三井　俊成 2021/3/17 2024/3/16 一般社団法人日本ボランタリーチェーン協会

横浜南 神奈川県横浜市金沢区福浦2-6-13 岩井　太造 2022/3/4 2025/3/3 一般社団法人日本ボランタリーチェーン協会
横浜北 神奈川県横浜市緑区北八朔町160 上原　健 2023/2/15 2026/2/14 神奈川県小売酒販組合
平塚 神奈川県平塚市小鍋島2108 鳥海　誠二 2021/4/1 2024/3/31 一般社団法人日本ボランタリーチェーン協会

横浜中 神奈川県横浜市南区六ッ川3丁目123-12 阿出川　宙 2023/2/22 2026/3/31 一般社団法人日本ボランタリーチェーン協会
藤沢 神奈川県藤沢市用田476-1 港谷　征広 2020/6/11 2023/6/10 一般社団法人日本ボランタリーチェーン協会
宮前 神奈川県川崎市宮前区野川本町1-9-2 中川　孝志 2023/4/20 2026/4/19 一般社団法人日本ボランタリーチェーン協会

横須賀 神奈川県横須賀市山科台7-6 中野　大輔 2021/1/7 2024/1/6 一般社団法人日本ボランタリーチェーン協会
鶴見 神奈川県横浜市鶴見区寛政町22-6 赤塚　賢司 2022/3/4 2025/3/3 一般社団法人日本ボランタリーチェーン協会
湘南 神奈川県藤沢市柄沢2丁目7-24 鈴木　悠太 2023/4/14 2026/4/13 一般社団法人日本ボランタリーチェーン協会

横浜菅田 神奈川県横浜市神奈川区菅田町2375-1 水野　千佳 2021/1/7 2024/1/6 一般社団法人日本ボランタリーチェーン協会
西桂 山梨県南都留郡西桂町小沼869-1 川崎　隆次 2022/4/13 2025/4/12 山梨県小売酒販組合
甲斐 山梨県甲斐市下今井3590-1 倉田　研二 2020/6/29 2023/6/28 山梨県小売酒販組合
一宮 山梨県笛吹市一宮町北都塚288-1 杉山　賢治 2021/3/19 2024/3/18 山梨県小売酒販組合
富士 静岡県富士市大淵2297-7 勝俣　智之 2022/4/26 2025/4/25 富士小売酒販組合
袋井 静岡県袋井市鷲巣425-18 杉山　誠 2023/3/16 2026/3/15 山梨県小売酒販組合

パルシステム新潟ときめき 新潟 新潟市西区山田303-8 近藤　俊幸 2022/10/20 2025/10/19 新潟税務署管内小売酒販組合
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